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 2014 年 10 月 17 日発行 中部シニアライフアドバイザー協会 

第 69号 

中部シニアライフアドバイザー協会を想う  

             中部シニアライフアドバイザー協会 

副会長  中山久雄 

シニアライフアドバイザーの資格を取得し、中部シニアライフアドバイザー協会に入会して 

から 8年、当初、右も左もわからない私を導いて下さった先輩たちのおかげで協会の活動を 

続けることができました。 

1994年に設立された協会は大勢の会員に支えられて 20周年を迎えることが出来ました。 

現在は約 70名の会員が協会運営に関わっています。 

協会は幹事会・部会・研究部会・地域部会を設けて会員の研修や交流等を図っています。 

幹事会主催で行われる総会や新年会等、又、協会開催の部会等には是非ご参加ください。 

幹事会広報部が 2ヶ月に 1 回発行している「ＳＬＡ通信」を会員相互の絆をつむぐツールとして 

活用いただきたいと思います。今回の通信に掲載した「投稿大歓迎！」をご覧いただいて会員の 

皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。 

協会は会員の方々のご協力で成り立っています。会員の皆さんのお力をお借りして、皆さんと 

ともに歩んでいきたいと思っています。 

  9月 16日に行われたセミナー「サクセスフル・エイジング」で、『ポジティブに生きよう』、 

『高齢期といえども、成長して成長してもうこれ以上は成長出来ない所まで成長して』と講演 

されました。 

現状に踏みとどまらないで、みんな揃って一歩踏み出しましょう。 

今回の協会主催のセミナーは研修部会と電話相談部会が中心となって催し１３０人もの 

来場者を迎えました。 

盛会におえられたのも皆の心が一つになった賜物です。 

   電話相談部会では 9月 27 日 28日の２日間、全国一斉電話相談「シニアの悩み 110番」を開設 

しました。参加された会員は述べ 21名、二日間で 88 件の相談がありました。 

  ホームページを監修するＰＣ部会、SLAの原点「老年学」を学ぶジェロントロジー部会そして、 

エンディングノート部会も会員相互の繋がりを強くしようと頑張っています。 

  皆さんの身近なところで活動している地域部会も、三河部会は 11月 5日「デンパーク秋獲祭」、 

尾張部会は 11月 7日「板取川バーベキュー」、名南部会は 11月 12日「東谷山フルーツパーク見学」、

名東部会も来年 1月の開催を予定しています。挙ってご参加ください 

これからも中部シニアライフアドバイザー協会は会員の皆さんと情報や知識を共有して、超高齢 

社会の中でシニアの諸問題に総合的に対処し、シニアの社会活動参加を促し、自助自立の充実した 

生活が送れるように活動していきたいと思います。 
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  幹事会 報告 

≪幹事会 実施報告≫ 

◇ 平成 26 年度第 5回幹事会 

     開催日 平成 26年 8月 22日(金)    10:00～12:00  市民活動推進センター会議室  10名 

 

◇ 平成 26 年度第 6回幹事会 

     開催日 平成 26年 9月 19日(金)    10:00～12:00  市民活動推進センター会議室   11 名 

 

第 37回全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」報告 

・開設日時：平成 26年 9月 27（土）28（日） 10:00～17:00 

・会  場：（財）シニアルネサンス財団事務所（互助会ビル 6F） 

・相 談 員：浅野澄子 荒川輝子 生田ふみ 大歳篁子 加藤佳子 杉浦玲子 鈴木八重子 高川眞砂代 

中島衣代 畑島美奈子 保坂正子 古田志賀子 宮地祥子 山下美佐惠（延べ 18名） 

・運  営：幹事会（延べ 10名） 

※全国 7協会が参加。今回も東北シニアライフアドバイザー協会は不参加でした。 

       相談内容別件数 

項目 
健康 
医療 

介護 
福祉 

年金 
保険 

経済 
成年 
後見 

遺言 
相続 

家族 
親族 

人間 
関係 

終末
期 

住居 
生き
方 

仕事 
消費
生活 

その
他 

合計 

中部 3 8 0 １ 2 37 19 3 １ 5 5 1 1 2 88 

・今回の 110番は、NHK 全国ネット、多くのマスコミの協力で、相談件数の増加をはかることができま 

した。 

・協力を頂いた主なマスコミ情報は次の通りです。 

NHK全国ネット・中日新聞・毎日新聞・読売新聞他・中部 SLA協会ホームページ・チラシ・その他。 

 ｢第 37回シニアの悩み 110 番結果報告｣は、次回「通信 70号」にてお知らせします。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＬＡ新年会の予告    山では紅葉の美しい季節を迎えようとしています。                                         

   会員の皆様、如何お過ごしですか。皆様とお会いできる日が待ち遠しく、早々と 

   新年会の開催を決めましたのでご案内申し上げます。 

皆様のお顔を思い浮かべ、来る年に思いを馳せ、お店の検討をいたしました。 

   26 年 9 月 2日の朝日新聞の朝刊に「鮮度前面…」の記事がのったり、８月 30日には、 

   メーテレで「ジョシばな ご来店！」の放映があったりの人気店です。 

時には少し風合いの違う場所もいいのではないでしょうか？ 

コラーゲン鍋、デザートのランクアップなどご期待ください。 

多くの皆様にお目にかかれることを今から楽しみにいたしております。 

✜日時：2015年 1月 31日（土） 11:30～14:00（受付 11:00～） 

       ✜場所：「とり鉄」今池店 

           052-745-1400  （地下鉄今池 10番出口徒歩 1分） 

            ＊とり肉の苦手な方は申し出てください。アレンジしてもらいます。 

        ✜会費：4,000円(飲み放題)  

12月通信にて再度詳細をお知らせいたします。 

     27/1/31の予定はＳＬＡ新年会と書き込みをお願いいたします。  
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  セミナー 報告 

 

◇ 開催日時：2014年 9月 16日（火） 13:30～15:30 

◇ 会  場：イーブルなごや 3階大研修室 

◇ 講  師：同朋大学・大学院 人間福祉研究科教授 経済学博士 

     伊東 眞理子氏 

     「サクセスフル・エイジング ～年齢を重ねることに成功する～」 

◇ 参加人数：会員 28名 一般 101名  合計 129名    
 

 

中秋の 9月 16日（火）、東別院のイーブルなごや・大研修室にて、 

約 130名という多くの受講者の参加をいただき、盛会のうちに本年度の 

中部 SLA協会セミナーを開催することができました。以下ご報告いたします。 

講師には、「老いを楽しく充実したものにする生き方」を提唱され、 

“美しすぎる大学教授”としても著名な同朋大学・大学院教授の伊東眞理子先生を 

お招きいたしました。 

 お話は、「人口減少・超少子・高齢社会」、「百歳長寿者の日米比較」、「最新の老年学」、「年齢革命」、 

更には、若さを保つ「まり子体操」の実技指導まで、終始迫力に満ちた講演ぶりで、熱気に溢れた満席 

  の会場も圧倒されました。 

   暦年齢と肉体年齢・精神年齢・見かけの年齢・社会活動年齢は異なること（見かけの年齢がリアル・ 

エイジ）。 65～74歳はヤング・オールド、75 歳～84 歳はセンター・オールド、85歳～はスーパー・ 

オールド。 加齢は誰にでも平等に訪れるが、老化は平等に訪れるものではなく、一人一人異なる、 

言わば病気であり“治療・予防”が可能なこと。  

「老いを加速させるのは負の思考」であること。 「年齢は自分で決めるもの」。 死にも、肉体的な死・ 

精神的な死・社会的な死・文化的な死があること。 脳が老けない趣味を持つこと。人生の 1/3は高齢期 

で約 30 年あること。 65歳からが「完生期」であり、本物の人生であること。  

さらに、年齢革命のロールモデルとして、80歳のスーパーモデル、ダフネ・ベルーシカ・カルメン、 

美術家の草間弥生、そして石原慎太郎・三浦雄一郎・道場六三郎・すきやばし次郎・石岡瑛子などなど 

多くの事例を紹介され、“流水は濁らす”“忙人は老いず”という言葉で締めくくられました。 

  

参加者の皆さんは、これからの豊かな生き方に幾つものヒントを得ることができたものと確信いたして 

おります。最後は、全員でサムエル・ウルマンの「青春」という詩を合唱し、終演といたしました。 

藤田廣志 
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  部会 報告・お知らせ 

 

≪ＰＣ部会≫ 

報告事項  

 

第 3回定例会 

日 時：2014年 9月 19日（金）  会場：市民活動推進センター 会議室 

 協会HPの表紙ページ見直しを進める事とした。 

 各自のマイホームページ作成準備としてフリーのテンプレートの 

FC2へのアップを試行。 

 

 

次回予定 

  

第 4回定例会 

10月 21日（火）13:00から   市民活動推進センター 会議室にて 

 

 

≪エンディングノート部会≫ 

報告事項 

 

10月 2日（木）ウィルあいち 2階にある「あいちNPO交流プラザ会議室」で定例会を開催いたしました。 

今年 1月に発足してから 10 回目の定例会です。 

参加者は「見学します」という Sさんを含めて 11名。今日は 5名の欠席者です。 

この部会はエンディングノートを作ることが目的となっていますのでそれぞれが得意な、あるいは興味の 

ある項目のグループに分かれて研究・執筆をすることになっています。 

今回は「成年後見」「医療」「経済」のグループから提示された資料の検討をいたしました。 

各グループとも何回目かの資料提示です。 

担当グループ以外の人からの意見を受けながら次回に新たに提案しなおすという作業をしています。 

指摘はかなり手厳しく資料内容はもちろんのこと、表現方法や文体にまでチェックが入ります。 

今回も指摘を受けて各グループとも再提示をすることとなりました。 

一つの目標に向かっての意見交換ですから厳しくはありますが楽しいことでもあります。 

見学者の Sさんは帰りがけに「いいねぇ。SLAらしいグループだねぇ」との感想でした。 

勿論、今後は部会に入って一緒に頑張ってくださいます。 

完成までにはまだ時間がかかりそうですが確実に前には進んでいます。 

皆様もぜひ見学してください。毎月第 1木曜日午後 1 時 30分から開催します。 

1 月だけは第 2木曜日です。 

お待ちしています。 

 

次回予定 

 

11月定例会 

11 月 6日（木）13：30から    あいちNPO交流プラザ 小会議室 

12月定例会 

12月 4日（木）13：30から    あいちNPO交流プラザ 小会議室 
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地域部会 お知らせ  

≪尾張部会≫ 

1. 日時  ２０１４．１１．７（金）集合９：３０ 

       名鉄小牧駅 ガード下あたり（コンビニの向かい側） 

2. 行先  板取川（四季の森）０５８１－５７－６７２２ 

3. 内容  バーベキュー 

       板取温泉入浴（希望者のみ） 

       加藤昴治さんのマジックショー 

       紅葉狩り 

       マイカーに分乗して行きます。 

4. 会費  ３，０００円（入浴料は別途） 

5. 申し込み 大和田までＴＥＬ ０５６８－７２－５９８２ 

              携帯 ０９０－５６１４－１４９０ 

            １０月２５（金）日まで 

6. 行事内容確認緊急連絡先 

       加藤 昂冶 ０９０－１７２３－８５５５ 

7.その他  他部会の方、お友達、ご家族の方お誘い合わせてご参加いただいても結構です。  

 

 

≪名南部会≫ 

～東谷山フルーツパーク見学と食事会～ 

1. 開催日時  平成２６年１１月１２日（水） 9：00～13：30   

2. 場  所  （見学）東谷山フルーツパーク 

        （会食）レストハウス 

         名古屋市守山区大字上志段味字東谷 2110                 

  （集合時間）８時５０分→大曾根バスターミナル（地下鉄 大曾根） 

       ＊ゆとりーとラインにて東谷山フルーツパークへ 

       ＊現地へ直行される方は９時５０分までに東谷山フルーツパーク入口へ 

集合してください 

3. 会  費  ２，５００ 円 

4. スケジュール 

10：00～ 園内見学 

12：00～ 食事会「レストハウス」 

13：30～ お開き 

5. その他 

「敬老パス」をお持ちの方は持参してください。 

6. 参加予定者 

１０月２５日までに世話人まで 

各地域会員の方も是非参加してください。 

（世話人）            

木村（０９０－３４８１－１１１８） 

荒川（０９０－１２３１－４７９２） 

大歳（０９０－７８５２－７０７３） 

高武（０９０－８９６４－９３８１） 
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投稿 大歓迎！ 

  

SSLLAA 通通信信ををみみんんななののももののにに‥‥‥‥  

              会会員員相相互互のの絆絆ををつつむむぐぐツツーールルにに  

 2ヶ月ごとに通信が発行されています。会員の皆様の生の声が伝わってくる通信であり 

ますよう、是非 皆様個々の様子を気軽にお知らせください。 

                                            (投稿はジャンルを問いません） 

    

       

☆ 趣味の紹介や同好者呼びかけ（手芸、ガーデニング、釣り、料理、写真など） 

      ☆ 文学的なものの紹介（短歌、俳句、川柳など） 

 ☆ 旅行記（旅の思い出、行ってみたい所、良かった所の紹介など） 

☆ 社会活動、ボランティア活動 

      ☆ 断捨離の話やこれからの生き方 

      ☆ 近況報告 

       （注）写真の投稿は、通信にその写真の鮮明さや作者の意図を、十分に表現する 

         力がありません。同好者の皆さんで展示会を開いたり、独自の印刷で折込みの 

         チラシを入れたりなど、対応をお願いします。 

 

  

 

その他何でも構いません。スペースの関係でA4 の紙面 1/2～1/3位でお願いできれば 

と考えておりますが多くの紙面が必要な場合はご連絡ください。 

    かたく構えずう～んと気楽に、ざっくばらんにお書きください。そして、通信にもっと 

もっと親しんでいただけることを念じております。 

     投稿を通して、ひとりでもつながりが広がっていけば、こんな嬉しいことはありません。 

  

     通信は偶数月に発行しております。会員の皆さんの声をできるだけ吸い上げられるよう 

    幹事一同頑張ります。 

 

 

 

         投稿先：幹事会総務 黒須  メール kurosuyukiko@ybb.ne.jp 

                                   FAX   0561-73-1447 

                   山下  メール my618cosumosu@wa2.so-net.ne.jp 

                                   FAX   052- 803-5794 

 

   

 

         皆様の参加 お待ちしています。 

 

mailto:kurosuyukiko@ybb.ne.jp
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平成 26 年度活動予定（平成 26 年 10 月～26 年 12 月） 

活 動 名 日 時・会 場 

SLA 通信 69 号発行 

 

平成 26 年 10 月 17日 (金)  

 

平成 26年度第 2 回拡大会議 

 

平成 26 年 10 月 17日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 集会室  

平成 26年度第 7 回幹事会 

 

平成 26 年 10 月 17日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

ＰＣ部会 

 

平成 26 年 10 月 21日 (火) 13:00～ 

市民活動推進センター 会議室  

エンディングノート部会 

 

平成 26 年 11 月 6日 (木) 13:30～ 

あいちNPO交流プラザ 小会議室 

尾張部会 

 「板取川バーベキュー・紅葉狩り」 

平成 26 年 11 月 7日 (金)  

  9:30 名鉄小牧駅ガード下あたり集合 

名南部会 

 「東谷山フルーツパーク見学と食事会」 

平成 26 年 11 月 12 日 (水)  

9:00 大曽根バスターミナル集合 

電話相談部会 

 

平成 26 年 11 月 18 日 (火) 13:30～ 

 

平成 26年度第 8 回幹事会 

 

平成 26 年 11 月 21 日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

エンディングノート部会 

 

平成 26 年 12 月 4 日 (木) 13:30～ 

あいちNPO交流プラザ 小会議室 

SLA 通信 70 号発行 

 

平成 26 年 12 月 19日 (金)  

 

平成 26年度第 9 回幹事会 

 

平成 26 年 12 月 19日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

※平成 26 年 10 月 17日現在、日時が決定している活動のみ掲載しています  
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≪会員便り≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。 

  次回佐藤勝人さんにお願いします。 

 

中部シニアライフアドバイザー協会 

〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 ナディアパーク デザインセンタービル 6階 

市民活動推進センター  中部シニアライフアドバイザー協会 №47 

 
専用電話     ０９０－２９２６－１９９５ 

E-Mail    chubusla@yahoo.co.jp 
URL     http://sky.geocities.jp/chubusla/ 

 

                高齢者を巡る消費者被害            

                                     斎藤 立子 

長年続けております消費生活相談の領域で高齢者被害が益々増加しております現状をお伝えし、是

非会員の皆様に地域での被害未然防止に御助力願えればと思い書き綴ってみました。 

財団初代会長喜多村氏は、かって消費者問題の総本山であった国民生活センターの理事長をされて

おられたことでもありますし、国の統計では２０１３年度に消費生活相談の窓口に相談された６５才

以上の方の契約金額は、約１６８万円で総数平均約１２８万円をはるかに上回っています。消費者相

談はその殆どを行政が担い、税収が少なくなっている現在存在自体が自治体のなかでは小さくなって

いっています。相談日が週に１回あるいは月に２回しかない場合も多いので、悩まれないためには被

害に遭われないことが一番です。悪質商法の被害にかかる方もまさか自分がという思いで、小さくな

ってご相談にみえます。 

最近お祖母さんが消費者問題のトラブルに遭遇した実例をご紹介します。一人暮らしの８０代の女

性が強引な新聞のセールスに勧められ、翌年から３年間の新聞購読を契約してしまった事例ではクー

リングオフ期間を経過していましたが、店に経緯を話して解約に持ち込めました。しかしながら問題

はセールスがお礼に置いていったスーパーの金券です。もともとこういった景品類は金額的にも規制

がかけられているのですが、長期の契約ともなるとビックリする程の金額が渡されることもあります。

今回、貰われた方は大学生のお孫さんにあげてしまい孫は既に使ってしまっていました。セールスは

金券目当てに契約して解約するとは強欲な婆さんということで、悪し様に罵りまくり。「そこをなんと

か」と電話の前で頭を下げまくる私でした。２例目は「デパートで作ったカードからいきなり意味不

明の金額が落ちているが問い合わせても、対応してくれない」という７０代の女性からのご相談。原

因は祖母の家に遊びに来た中１の孫がお祖父さんのパソコンからＣＤや漫画本をレンタルする業者を

利用した際、祖母が解約しに行こうと思って棚の上に置いておいたカード番号を入力をしてしまった

という事例です。レンタルは１か月間無料と画面に表示されていますが、無料期間中でも有料の商品

が購入できるようにカード番号を登録しなければいけないシステムになっています。今回請求がきて

しまったのは無料お試しの１か月間の間に解約をしないと自動的に有料会員になってしまい、会費が

あらかじめ登録されたクレジットから引き落とされるシステムが原因です。お孫さんが「無料だから

お祖母ちゃん心配しないで。」とは言っても、解約の手続きまでしてはいってくれませんでした。おま

けに申込時の暗証番号も忘れていました。「御免なさい」と縮こまるお祖母ちゃんを前にして電話をか

けまくり、ログインしてマイページから解約するという高齢者にとって困難をきわめる問題をなんと

か解決。 

現代社会は高齢者を、そっとしておいてくれはしません。御用心、御用心。                                   


